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会長あいさつ ていますが、変異株への感染者が増加しつつある現

浜水会会長 山崎 晃 状を見ると、難しいかもしれないと感じています。

浜水会員の皆様におかれまして 浜田水産高校において、令和３年１月２８日に浜

は、全国各地で日々ご活躍のこと 田水産高等学校後援会臨時総会が開催され、新会長

とお喜び申し上げます。平素は母 に大屋俊弘県議の就任が決まりました。本総会の議

校及び同窓会「浜水会」の発展の 題の中で、第２２回全国・水産海洋高校カッターレ

ため、物心両面にご高配を頂き、 ース大会が、７月２３日（金）～２５日（日）浜田

厚く御礼を申し上げます。 市で開催されるとの発表があり、出席者一同で喜び

一昨年中国で発生した新型コロナウイルスは全世 合いました。全国から１４チームの参加校があり、

界に広がり、日本でも感染が急速に広がっていきま １６年ぶりの開催とのことでした。

した。政府は経済対策の補正予算を組み、県外への 私は母校に勤務している間に、２度全国大会を開

移動と不要不急の外出自粛、夜間の飲食店営業禁止 催した経験があります。令和３年３月２１日に、し

等で対応してきました。また、国民一人あたり10万 まねお魚センターが「浜田お魚市場」としてオープ

円の給付金も支給されました。浜田市におきまして ンし、再び浜田港に賑わいを取り戻しました。この

もマスクの着用、手指消毒の励行、飲食店への出入 浜田漁港で繰り広げられるカッターレース大会で、

り、イベント開催の自粛等が課せられました。この 浜田市民の皆さんから声援をいただき、毎年全国大

ような環境の中で、卒業生の皆様にはいかがお過ご 会へ出場している浜水カッター部が、上位入賞でき

しかと案じております。 るよう期待したいと思います。

さて、浜水会におきましても新型コロナウイルス 福井校長先生は、大会経費について５月に開催予

の影響で、すべての行事に参加することができませ 定の後援会総会までに、シミュレーションしたいと

んでした。浜水会会長として例年参加してきました 話されました。浜水会としては、前回の大会におい

入学式、浜水高後援会総会、体育祭、水高祭、郷土 ても役員会に諮り募金活動を行っておりますので、

芸能体験学習「浜田民謡教室」、課題研究発表会、卒 今回も募金活動を行いたいと思っております。声か

業式等へ参加できませんでした。但し、２月２８日 けがありましたときにはご協力のほどをよろしくお

の浜水会入会式は、私からお願いして出席すること 願いします。

ができました。立派に成長された卒業生４５名の諸 終わりに、一日も早くコロナウイルスが終息し、

君の顔を見ながら、激励とお祝いのご挨拶をさせて 元どおりの生活ができるような時を取り戻したいと

いただきました。 願っております。そして、島根県立浜田水産高等学

５月に開催を予定していた浜水会役員会は、新型 校と浜水会のますますの発展と、会員の皆様のご多

コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし、書面 幸とご健勝を祈念いたしますと共に、浜水会発展の

をもって決議を行うことと致しました。役員会の資 ためいっそうのご指導ご鞭撻を賜りますようお願い

料と一緒に書面評決表を郵送し、対応させていただ 致します。

きました。私は平成１９年に会長に就任し１５年に

なります。次の会長にバトンタッチするために、規

約の改正を行い、副会長２名としているところを「若

干名」としました。新年度の役員名簿に副会長３名

を配置し、浜水会役員組織を充実させて取り組んで

いきたいと思います。

新型コロナウイルスも、近いうちに終息を迎える

よう願っております。そして昨年開催できなかった

３年に１度の総会（１１月）、浜水を語る会（２月）

は、状況を見ながら開催したいと思います。その節

にはご出席方よろしくお願い致します。また、支部

の事業も令和元年７月に広島支部総会、１１月に関

西浜水会総会が開催されましたが、令和２年度はい

ずれも新型コロナウイルス感染防止のため開催され

ませんでした。今年は本部及び各支部の事業が、何

ら制約を受けずに開催できる環境となることを祈っ

浜田水産高校「同窓会会報」

翠 香翠 香

全国大会での浜水クルー（R1.7.20：宮崎市）
伝統のロングストローク漕法、オールがしなって

いるのがよくわかります。
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ご挨拶

校長 福井文生

出船入船ゆき通ふ浜田湾を望 日 時：令和２年６月27日（土）10:00～12:00

む、ここ瀬戸ヶ島に中村公一校 会 場：浜田水産高校会議室

長の後任として昨年四月に赴任 上記日時・会場で予定していましたが、新型コロ

しました福井文生です。よろし ナウイルス感染防止のため中止としました。役員の

くお願いいたします。 皆様には役員会資料に、書面評決票を添えてお届け

浜水会の皆様には、日頃から し、それを郵送またはファックスで返信していただ

母校に対しまして多大なるご支 くことにより決議を行いました。以下が議題と書面

援とご協力をいただき衷心より感謝申し上げます。 評決票による回答の結果、及び寄せられた意見とな

さて令和２年４月９日入学式にあたり、次のよう ります。

にメッセージを送りました。 議題

①将来の目標を定めて、卒業後の進路実現に向け、 １．平成31年度・令和元年度事業報告

資格取得等に挑戦してくれることを期待する。 ２．平成31年度・令和元年度決算、監査報告

②学校生活を通じて、生徒一人ひとりが自分なり ３．令和２年度事業計画（案）

の課題を発見して、よりよい社会を創っていこ ４．令和２年度予算（案）

うとする探究的な人になってほしい。どんなに ５．浜水会定期総会の開催について

技術が進歩しても、誰もが「自分は幸せだ」と ６．令和２年度役員（案）

心から思える未来を描き、創ることは、私たち ７．会則の改正

人間にしかできない。学校では、生徒に未来を ８．その他

つくる力を育む教育を行っていく。「未来力を高 書面票決票回答の結果

めよう」を合い言葉に、学校生活を送ろう。 議案 議案意見 賛・否

そして海洋技術科２５名、食品流通科２０名、専 ・出席者の声を掲載してあれば、参

攻科１２名の入学生を迎え、全校生徒１５６名で出
１

考になると思う。 賛成22

港しました。 ・県外出席者人数等の説明が記入（例 反対 0

4 月 16 日にすべての都道府県を対象に緊急事態宣 年）されていれば良い。

言が発令され、島根の県立学校は 4月 20日から、一 ・定額預金は何に使うためなのか、

斉臨時休業となりました。5 月 18 日より学年ごとの 又それを切り崩す予定等はあるの
賛成21

分散登校を行い、5 月 25 日から通常授業を再開し、 ２ か。
反対 1

今日に至っております。 ・名簿積立金会計は定期にはできな

しかしながら、実習船教育においては運航計画を いか。

大幅に変更せざるを得ない状況を招きました。また、 ・他支部開拓の考えはどうですか？

行事・部活動で制約、就職選考開始時期や面接スタ
３

・浜水会総会についてOBの先生方に 賛成22

イル等で変更を受けるなど、３年生にとって逆境と も同級生や知人に声掛けをして協 反対 0

なることが多かったですが、限られた状況の中でも、 力して欲しい。

先頭に立って学校行事等を盛り上げる３年生でした。
４ ・意見等なし

賛成22

そのような第７１期卒業生４５名が、新たに浜水 反対 0

会へ加わりました。よろしくご指導ご鞭撻をお願い ・参加しやすい案内を望みます。

申し上げます。 ・内容の検討が急務。（会議等につい

最後になりましたが、浜水会の会員の皆様が、ご ても）
賛成22

健勝でご活躍なさいます事をお祈りし、ご挨拶とい ５ ・開催するのはいいが、料理の質に
反対 0

たします。 よると思う。若い人は足りない、

ご高齢の方にスペアリブはないと

思う。

・あまりに来ない人は、役員の変更

が必要かと思う。

・8月頃までにOBの先生方に相談し、
賛成21

６ 30期以降のところで役員候補者を
反対 1

決定、副会長候補者を事務局と会

長で協議し、総会で図りたいと思

います。

７ ・意見等なし
賛成22

反対 0

令和２年度 浜水会役員会（中止となりました）
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をしてくれました。卒業後はそれぞれの道を歩むこ

・浜田市の主催行事へ生徒さんの協力が有り とになりますが、浜田水産高校の同窓生という絆を

うれしく思っています。さらに今後ともお 大切に、今後の人生を歩んでほしいと思います。

互い頑張りましょう。 令和２年度卒業生・専攻科修了生の進路先事業所

８
・前々から浜水会、PTA、後援会と見てきた 及び進学先学校の名称を掲載しておきます。もし会

が、それぞれの繋がりの薄さを感じる。 員の皆様の近くにある事業所や学校であれば、お世

・関西浜水会の総会は、11月15日（日）に予 話になることがあるかもしれません。その節はよろ

定され、7月5日（日）の役員会で決定され しくお願いします。

ることになっています。 【令和２年度卒業生・専攻科修了生進路先】

他にも１１月２３日に計画していた浜水会総会は

１年延期となりました。また、２月に予定していた

浜水を語る会も中止となりました。令和２年度の事

業は、浜水会入会式と翠香２１号の発行を除いてす

べて中止、または延期となりました。

毎年開催されていた各支部の総会ですが、令和２

年度については下記のとおり中止となりました。令

和３年度の開催も現在の状況では難しいかもわかり

ません。一日も早く安全に開催できる環境となるよ

う、皆さんと一緒に願いたいと思います。

【広島支部総会】

令和２年６月７日に開催予定として、広島支部の

事務局において準備を進めておられましたが、新型

コロナウイルスの感染拡大という状況に鑑み、令和

２年３月２２日の臨時役員会において中止と決まり

ました。

【関西浜水会総会】

年初より開催の可否について検討しておられたよ

うです。一旦は１１月１５日開催と計画されました

が、コロナウイルスの感染状況が好転せず、２５年

続けて開催してこられた当会ですが、残念ながら９

月に中止と決まりました。

令和２年度浜水会入会式を令和３年２月２８日

（日）に行いました。４５名の入会者を代表して、

食品流通科３年の宇津風花さんが、力強く入会宣誓

以前の進路状況は進学が３割前後、就職が７割前

後で推移していましたが、平成の終わり頃より進学

者が増え、令和２年度においては進学率が47％とな

りました。理由についてはよくわかりませんが、進

学希望者に対する国の給付型奨学金や、地方自治体

（島根県及び浜田市等）が行う修学資金援助制度が

充実してきたことも一因かもしれません。

また、就職先では県外への就職が増加傾向にあり

ます。これは県外からの生徒が自分の地元に戻って

就職する場合もありますが、浜田市内の生徒が県外

へ就職するケースが増えてきたことにもよると思い

ます。コロナ前（令和元年）は本校にも県外からの

求人票がたくさん届いていました。県外企業の給与

は県内企業と比較すると高額な場合が多いので、魅

力的に見えるのでしょうか。

浜水会入会式

中止となった各支部総会

宇津風花さんの入会宣誓

事業所・学校名 地域 業種・学科等
ノダック（株） 岐阜 潜水士
深田サルベージ建設（株） 大阪 港湾土木
真和漁業生産組合 江津 定置網漁業
浜田大敷組合 浜田 定置網漁業
浜田あけぼの水産（株） 浜田 底引き網漁業
海上自衛隊
藤光汽船（有） 広島
双葉工業（株） 江津 自動車部品製造
島根合板（株） 浜田 合板製造
（株）ケイ・エフ・ジー 浜田 飲料製造
共同船舶（株） 東京 捕鯨業
（株）ケーエスジェー 東京 漁業取り締まり
富士海運（株） 山口 内航海運
京都調理師専門学校 京都 調理師科
広島工学院大学校 広島 自動車整備科
専攻科 浜田 漁業科・機関科
浜田福祉会美川苑 浜田 介護職
石見食品（株） 浜田 食品製造
（株）ハイレックス島根 浜田 ケーブル製造
島根合板（株） 浜田 合板製造
島根県立大学 浜田 地域政策学部
美作大学短期大学部 岡山 幼児教育学科
安佐准看護学院 広島 看護
福岡キャリナリー製菓カ
フェ＆調理専門学校

福岡 製菓・製パン科

広島医療秘書こども専門学校 広島 幼児教育科
大阪テーマパークダンス専門学校 大阪 テーマパーク科
神戸ベルエベル美容専門学校 兵庫 メイク科
グラムール美容専門学校 大阪 ヘアデザイン科
中村調理製菓専門学校 福岡 調理師科
神原タグマリンサービス（株） 広島 曳船
オーライン（株） 広島 内航海運
上野トランステック（株） 東京 内航海運
宮崎産業海運（株） 大分 内航海運
七洋船舶（株） 神奈川 漁業取り締まり
ＪＦＥ物流（株） 東京 内航海運
内海曳船（株） 兵庫 曳船

専
攻
科

就
職

海
洋
技
術
科

就
職

進
学

食
品
流
通
科

就
職

進
学
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１月２９日（金）課題研究発表会

例年のように、大きな会場を借りて実施するとい

４月９日（木）入学式 う方法をとらず、視聴覚教室で撮影した映像と、

在校生自宅及び寮で待機。新入生・保護者・職員 パソコン上の画像を各教室のプロジェクターに配

のみで開催しました。。 信するという、オンラインでの発表会としました。

４月２０日（月）臨時休校開始 ３月１日（月）卒業式

当初５月６日までの予定でしたが、コロナウイル 卒業生・保護者・職員のみで開催しました。式後

ス感染状況から、５月１７日まで延長しました。 のホームルームも密を避けるため、海洋技術科は

５月１８日（月）分散登校開始 視聴覚教室、食品流通科は図書室で行いました。

学年による登校日を決め、分散しての登校を開始

しました。

５月２５日（月）通常登校開始

通常登校が始まりましたが、授業時数確保のため、

１学期終業式が７月３１日（金）となりました。

９月５日（土）体育祭

種目を減らし午前で終了するプログラムとしまし

た。また、観戦は３年生保護者のみ、生徒一人あ

たり２名としました。

１０月２３日（金）水高祭

生徒・職員のみによる水高祭で、実習製品販売も

実施されませんでした。

コロナ対策がすべての中心で、ストレスのたまる

毎日です。浜水会の事業もほぼ中止となり、動きの

ない１年となりました。新年度においては事業計画

が順調に消化できるよう願いますが、コロナはもう

しばらく続きそうな雰囲気で油断できません。先は

なかなか見えてきませんが、いつか晴々とした日が

来るのは間違いありません。（そう信じています。）

その日まで頑張りましょう。

令和２年度 学校の様子

１学期に開催が予定されていた各運動部の大会

は、すべて中止となりました。

１学期に休校期間があり、３年生の進路活動が不

十分ということで、就職試験開始が１ヶ月遅くな

り、１０月１６日スタートとなりました。

体育祭・一球入魂

水高祭・教員も参加したダンス

【乗船実習】

神海丸の実習もコロナウイルス対策を求められ

ました。１学期の専攻科１・２年生による国内航

海では、県外の生徒は乗船２週間前から浜田市内

のホテルに宿泊し、感染していないことを確認し

てから乗船しました。また、２学期の本科２年生

及び専攻科１年生の航海では、乗船後２週間は浜

田と隠岐を行ったり来たりしながら過ごし、１学

期同様にコロナウイルスに感染していないことを

確認してから太平洋に向かいました。この航海で

はホノルルへ入港できなかったので、生徒たちは

がっかりしていました。

【部活動の代替え大会】

夏の高校野球県予選、県高校総体、全国カッタ

ーレース大会など、多くの競技大会が中止となり

ました。しかし、競技によってはそれらの代替え

大会が行われています。以下はその結果です。

【カッターレース記録会：長門市（９月２０日）】

第４レース 浜水艇 ４分５５秒 ２着

第７レース 浜水艇 ４分５２秒 １着

第８レース 浜水艇 ４分５９秒 １着

第９レース 浜水艇 ４分４９秒 １着

【弓道夏季体育大会：大田市（７月２９日）】

男子団体 第２位

男子個人 第２位（江木勝矢選手）

第４位（加藤 柊選手）

【夏季野球大会】

１回戦 浜田水産 ０ 対 １０ 益田高校

【ハンドボール夏季大会】

男子 浜田水産 ９－２７飯南

浜田水産１５－１６松江工業

女子 浜田水産 ６－１８江津

浜田水産 １－８ 松江東

事務局より
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